
アクセサリーカタログ
ウェアラブルカメラ
アクションカメラ

 GoPro SONY Panasonic JVC RICOH

スポーツもペットも思い
のまま

スポーツもペットも思い
のまま

アクションカメラを
使いこなそう!
アクションカメラを
使いこなそう!
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長さを変えて
 撮る世界が変わる

  ポール＆グリップ
シリーズ 

長さ長さを変えて
 撮る世界が変わる

  ポール＆グリップ
シリーズ 

※ノブスクリュー及びカメラ本体は付属しません。

P.O.V ポール for GoPro

POVポール36B ブラック for GoPro

¥5,000（税抜）

POVポール19B ブラック for GoPro

¥4,000（税抜）
4573134481701JAN

ASPPL1911

4573134481718JAN

ASPPL3611 

GoProカメラ専用の伸縮可能なポール。
コンパクト・軽量で使いやすく、任意の長さに調整が可能です。
落下防止用ストラップ 付属

175 ～ 480mm の間で調整可能

285 ～ 925mm の間で調整可能

※ノブスクリュー、カメラ本体及びWi-Fiリモートは付属しません。

リモートポール

リモートポール 39B for GoPro

¥7,200（税抜）

リモートポール 23B for GoPro

¥6,200（税抜）
4573134481725JAN

ASPRMPL2311

4573134481732JAN

ASPRMPL3911

ポール本体にWi-Fiリモートを装着出来るようになって
いるGoProカメラ専用の伸縮可能なポール。先端部分は
360度回転でき、撮影方向の切り替えが簡単に行えま
す。落下防止用ストラップ付属。

※GoProカメラの取り付けには、トライポッドマウントセット
[ABQRT-001]が別途必要です。

カメラスタビライザー
カメラを持って動きの有る被写体を追うときや、自分が
動く時に使用することで、横揺れを低減し、安定した映
像撮影が可能です。取り付けるカメラサイズに応じて、S
とMidLの2種類用意しました。

276 ～ 582mm の間で調整可能

330 ～ 990mm の間で調整可能

POVダイブフロートグリップ 
for GoPro 

¥3,400（税抜）
4573134481671JAN

ASPGPBY12

GoProカメラ専用グリップ。
撮影がしやすく、また水の中に落下させた場合でも沈まないように設計さ
れています。LCDバックパックやバッテリーバックパックを装着していても浮
力を維持します。グリップエンドのキャップが取り外し可能で、水を入れて浮
力を調整や、小物入れとしても使えます。落下防止用ストラップ 付属
※ノブスクリュー及びカメラ本体は付属しません。
※グリップにものを入れすぎると浮力がなくなり 沈んでしまいます。完全防水ではあり
ませんのでご注意ください。

フロート機能を持つカメラグリップです。カメラを付け
たまま水中に浮かべて、自分の泳ぎや、魚などの水中観
察、フィッシングの吊り上げる際の水中映像など、フロー
トグリップならではの撮影が楽しめます。水中でも見つ
けやすいイエローボディを採用。

フロートグリップ for GoPro
AGPB-11

4573134480032
¥3,600（税抜）

JAN

【セット内容】
フロートグリップ本体 ×1
カラースクリュー(ブラック) ×1
ストラップ ブラック×イエロー ×1
カラビナアタッチメント ×1

※カメラ本体は付属しません。

※カメラ本体は付属しません。

握りやすく滑りにくい形状のグリップを持つカメラグ
リップXSサイズです。
カメラを内側に向けての自分撮りや、カメラを外側に向
けて小さな動物を撮るなど、使い方は様々です。

カメラグリップＸＳ for GoPro

【セット内容】
カメラグリップXS本体 ×1
カラースクリュー(ブラック) ×1
ストラップ ブラック×ブルー ×1
カラビナアタッチメント ×1

カメラグリップＸＳ for GoPro
AGPG-12

4573134480049
¥3,200（税抜）

JAN

SP GADGETS SP GADGETS

SP GADGETS

GOPOLE

GOPOLELENSSE

カメラスタビライザーMidL
ACSML

4573134481831
¥11,500（税抜）

JAN

カメラスタビライザー S  
ACSS

4573134481848
¥8,800（税抜）

JAN
カメラ取付ネジ：UNC1/4( オス )カメラ取付ネジ：UNC1/4( オス )

大きな伸縮性と、抜群の操作性、そして発展性を誇るGoPro
用モノポッド。握りやすく、持ちやすい発泡ゴム製のグリップ
で、カメラ単体の手持ち撮影よりも安定した撮影ができます。
最短時16cm(GoPOD-ss 606)になるのでポケットにも収納可
能。伸縮のロック、解除を軽くひねるだけで簡単にできるウル
トラロックを装備。
底部にカメラ取付ネジ穴（UNC1/4）を備え、三脚と組み合わ
せて使用したり、LEDライトを取付けたり、GoPro撮影が大き
く広がります。

 3段伸縮グリップ /  6段伸縮グリップ

POVダイブフロートグリップ for GoPro フロートグリップ for GoPro

伸縮長
175~480mm

伸縮長
285~925mm

¥5,000（税抜）

POVポール19B シルバー for GoPro

POVポール36B シルバー for GoPro

¥4,000（税抜）
4573134481688JAN

ASPPL1912

4573134481695JAN

ASPPL3612

175 ～ 480mm の間で調整可能

285 ～ 925mm の間で調整可能

伸縮長
175~480mm

伸縮長
285~925mm

3段伸縮グリップ

¥3,600（税抜）
4573134481763JAN

AGOPOD-S603MG

255～600mmの間で調整可能
重量 約150g

6段伸縮グリップ

¥3,900（税抜）
4573134481770JAN

AGOPOD-S606

GOPOD-S603Mg

165～600mmの間で調整可能
重量 約140g

伸縮長
276~582mm

伸縮長
330~990mm

GoPODGoPOD

伸縮ポール

グリップ　

フロートグリップ

: ポール/グリップ

伸縮長
255~600mm

伸縮長
165~600mm



: マウント/アクセサリー

Black Blue Orange Pink

※吸盤の吸着力は、固定対象の材質・形状・表面処理や使用環境等の影響を受けます。
※カメラ本体、ノブスクリューは付属しません。

サーフィンの本場・ハワイでユーザーの声をもとに開発・製造。
強力な3つの特殊ゴム製吸盤は、固定対象にダメージを与えることなく、安定
したカメラマウントを実現。サーフボードのほか、カヤック、スノーボード、モー
ターサイクルなどに最適です。

トリプルサクション for GoPro
¥6,000（税抜）

BRLS

ピンク
ABRLSTS01-PK
4573134481466JAN

オレンジ
ABRLSTS01-OR
4573134481459JAN

ブラック
ABRLSTS01-BK
4573134481435JAN

ブルー
ABRLSTS01-BL
4573134481442JAN

プロテクターケースで有名なPELICANの原点・高性能
ヘッドライト。わずか60gと軽量ながら最大133ルーメン
の高出力。High/Lowモード、フラッシングに加え地図な
どが見やすいダウンライト機能や目に優しい赤色LED
モードを搭載。

2760 LEDライト
¥6,500（税抜）

最大100ルーメンの明るさ「High」/連続12時間の長時
間点灯「Low」をワンタッチで切り替え可能。被視認性を
高めるフラッシュや地図などが見やすいダウンライト機
能、長時間の使用でも目への負担が少ない赤色LED
モードを搭載。

2750 LEDライト 
¥6,000（税抜）

※サクションカップベースとダイヤモンドベースは組み立てが必
要です。（プラスドライバーを使用）

3.25インチ（82.55mm）のツイストロック付サクションカッ
プベースは、ガラス面や非多孔質のプラスチック面に強く吸
着する設計となっています。傷がつきにくく、手軽に設置や
取り外しができます。

サクションカップRAMマウント for GoPro

【セット内容】
■ 共通
サクションカップベース
ダイヤモンドベース（取付ネジ付）
HERO アダプター for GoPro
■ S for GoPro
ダブルソケットアームS（アルミ）
 （ボール中心間50mm）
■ M for GoPro
ダブルソケットアームM（アルミ）
 （ボール中心間80mm）

サクションカップ
 RAMマウント S for GoPro

AB166-AGOP1

4573134480704
¥4,700（税抜）

JAN

サクションカップ
 RAMマウント M for GoPro

AB166-BGOP1P

4573134480711
¥4,700（税抜）

JAN

RAM MOUNTS

※カメラ本体、ヘルメット、グリップは付属しません。

GoProカメラと各種マウントの間に挿入します。
ヘルメットに装着すれば空中から見下ろすような俯瞰映像や、セ
ルフィー(自撮り)映像を気軽に撮影できます。中折れ式でマウン
トとカメラの距離を調節できるほか、折り曲げ時は画面内への
アーム映り込みを軽減します。

ヘルメットアーム for GoPro

【セット内容】
アーム ×2
カラースクリュー（ブラック） ×2
小型スクリュー ×1

ヘルメットアーム for GoPro
AGPA-14

4573134480056
¥3,200（税抜）

JAN

GOPOLE

最長390mm

※カメラ本体、三脚は付属しません。

約60分で水平方向に1回転します。
タイムラプスによる動画作成や、パノラマ写真の合成を前提とした撮影など
に最適です。GoPro固定部を外すと三脚ねじが現れ、一般的な小型カメラにも
対応。底部には三脚穴を設けました。電源を用いず、アウトドアでも安心。

シーンラプス for GoPro

【セット内容】
シーンラプス本体
カラースクリュー(ブラック)

シーンラプス for GoPro
AGPSL-16

4573134480063
¥3,800（税抜）

JAN

GOPOLE

PELICAN PELICAN
EDUTIGEEDUTIGE

※HERO3/HERO3＋以外のGoProカメラ用バッテリーとは
互換性がありません。

※カメラ本体は付属しません。

水深40mの防水性能と最大300lmの明るさ、広い照射範囲を誇る、GoProカ
メラに最適なLEDライトです。
本体にはクイックリリースバックルを装着可能。
電源はGoPro HERO3/HERO3+互換バッテリー2個（付属）を採用し、フィール
ドでの利便性が格段に高まります。

POVライト for GoPro

【付属品】
HERO3/HERO3+互換バッテリー 2個
落下防止用ストラップ
ノブスクリュー
専用レンチ

POVライト for GoPro
ASPSL01

4573134481756
¥12,000（税抜）

JAN

SP GADGETS

サイズ : 40×74×71mm
重量 : 190g(バッテリー含む)
カラー : ブラック
連続点灯時間 : 
20時間(60lm)～2時間(300lm)
防水性能  : 40m

GoProカメラの夜間撮影や水中撮影を強力にサポート。水深40mまで対応す
るビデオライトです。CREE社製高輝度LED×3灯。最大400lm(ルーメン)の明る
さと5000k(ケルビン)の自然な色合いを実現しました。USB充電式リチウムポ
リマーバッテリーを採用し、非常に経済的。同梱のアダプターで一眼レフカメ
ラのアクセサリーシューや三脚にも取付可能です。

QUDOS アクションライト

【付属品】
アクションカメラマウント
マウント固定ねじ
アクセサリーシュー&トライポッドアダプター

シルバー
AKGQDL-SV

9328389022064
¥12,000（税抜）

JAN

ブラック
AKGQDL-BK

9328389022057
¥12,000（税抜）

JAN

KNOG

サイズ :  31×70×40mm
重量 : 150g
明るさ : 70～400lm
防水性能  : 水深40m対応(IP68)
バッテリー : USB充電リチウムポリ
マーバッテリー

 マイクタイプ : エレクトレット コンデンサー
 指向性 : 全指向性
 感度 : -23dB (1 kHz at 1Pa)
 周波数特性 : 50 ～ 18000Hz
 S/N比 : 58dB +
 コネクター : 3.5 mm 3極 金メッキプラグ
 大きさ : 9.3 x 19.8mm (プラグを除く) 
 重さ : 5.9g
 電源方式 : プラグインパワー方式
 適応温度 : 0℃ ～ 40℃

 マイクタイプ : エレクトレット コンデンサー
 指向性 : 単一指向性
 感度 : 38 dB (1 kHz at 1Pa)
 周波数特性 : 100 ～ 12000Hz
 S/N比 : 69dB +
 コネクター : 3.5 mm 3極 金メッキプラグ
 大きさ : 9 x 28mm (プラグを除く) 
 重さ : 4.5 grams (ケーブルは含まず)
 アクセサリーケーブル長 ： 1.3m
 電源方式 : プラグインパワー方式
 適応温度 : -20℃ ～ 70℃

360°全ての方向から、低音から
高音まで集音できる小型マイク。

デュアルモノマイク ETM-001
AETM-001

4573134482029
¥3,700（税抜）

JAN

マイクを向けた方向の音を、ノイ
ズの少ないクリアな高音質でしっ
かりと集音できる高性能マイク。

ユニディレクショナルマイク ETM-008
AETM-008

4573134482036
¥7,000（税抜）

JAN

※GoPro作動確認済み
※HERO3/3+/4で使用する際、3.5mmMICアダプ
ター[AMCCC-301](別売)が必要です。

※GoPro作動確認済み
※HERO3/3+/4で使用する際、3.5mmMICアダプ
ター[AMCCC-301](別売)が必要です。

全指向性 単一指向性

長さ：57mm
重量：60g（本体のみ）
連続点灯時間：
[High]2h15m [Low]3h30m
[ダウンライト]14h 
[フラッシング]5h
防水性能：IPX4
明るさ：[High]133lm
[Low]90lm [ダウンライト]40lm
[フラッシング]93lm
バッテリー：単四乾電池3本

長さ：57mm
重量：60g（本体のみ）
連続点灯時間：[High]3h45m
[Low]12h [フラッシング]6h
防水性能：IPX4
明るさ：[High]100lm [Low]40lm
[フラッシング]100lm
バッテリー：単四乾電池3本

ブラック
APLLH2760-BL
4573134480643JAN

レッド
APLLH2760-RD
4573134480650JAN

ホワイト
APLLH2760-WT
4573134480667JAN

ブラック
APLLH2750-BL
4573134480612JAN

イエロー
APLLH2750-YE
4573134480636JAN

ホワイト
APLLH2750-WT
4573134480629JAN

開発中

タイムラプス ヘルメットアーム

GoPro用マイク

サクションカップ

ヘッドライト (チェストマウント併用)

ビデオライト



ブルー

オリーブ

ブラック

グレー

イエロー

アーミー

スカル

(XS)

 XSサイズ ： 165×120×68 mm

(L)

 Lサイズ ： 330×220×68 mm

(S)

 Sサイズ ： 220×170×68 mm

■カメラや器具が破損する可能性が有ります。 マウントの固定が強固になると、カメラのケースに力が集中して、取り付け部が破損したり、振動でカメラが壊れたりすることが有ります。マウントやアクセサリーの組み合わせは、事前に良く検討してくださ
い。  ■カメラや器具が落下する可能性が有ります。 マウントや、ケースが破損して、カメラが落下することが有りますが、マウント商品の特質上（お客様の責任による組み合わせと調整）、落下による不利益の補償はお受けできません。カメラストラップ
（ATBKT-005）の着用をお奨めします。  ■カメラや器具によって怪我をする可能性有ります。 自動車の車内や、自転車やバイクのハンドル、ヘルメットなど、カメラの取り付けが怪我の原因になることが有ります。衝突や落下を予測してカメラ位置やマウ
ントを選択、組み合わせしてください。  ■異なるメーカーのマウントやアクセサリーを組み合わせた際の機能や安全性の確認はしておりません。  ■本製品の使用または使用不能から生ずる付随的損害（事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・
消失等）に関して、当社は一切の責任を負いません。  ■カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。  ■カタログの中の作例写真は、機能説明のためのイメージ写真です。写真のGoProやiPhone、その他の物品はセットに
含まれません。商品の仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合が有ります。  ■収録されているカタログデータは、全てに著作権が存在します。従って、データ全部、または、一部を無断で複製・送信等することはできません。個人として利用する以外
の転用はご遠慮ください。 

A1-150301

本カタログ記載の情報は、2015年3月1日現在のものです。

GoProカメラ＋ハウジング1台収納可能
豊富なカラー展開で用途やシチュエーション
に合わせて使い分けできます。

POVケース Sサイズ for GoPro
¥3,500（税抜）
¥4,000（税抜）(アーミー/スカル)GoProカメラ＋ハウジング2台収納可能

Wi-Fiリモート収納スペース付

POVケース Lサイズ for GoPro
¥4,800（税抜）

4573134481572JAN

スカル
ASPCS04S-SK

4573134481558JAN

アーミー
ASPCS04S-AM

4573134481534JAN

イエロー
ASPCS04S-Y

4573134481510JAN

ブラック
ASPCS04S-K

4573134481565JAN

オリーブ
ASPCS04S-O

4573134481527JAN

ブルー
ASPCS04S-B

4573134481541JAN

グレー
ASPCS04S-G

※カメラやアクセサリーは付属しません。
※カメラやアクセサリーは付属しません。 ※カメラやアクセサリーは付属しません。

※カメラやアクセサリーは付属しません。

※カメラやアクセサリーは付属しません。

※カメラやアクセサリーは付属しません。

4573134481596JAN

ブラック
ASPCS04L-K

4573134481619JAN

オリーブ
ASPCS04L-O

4573134481602JAN

ブルー
ASPCS04L-B

PELICANケースの基本性能はそのままに、収納性能を著しく向上する3つの
オリジナルトレーを備え、シリーズ最小ながら、２台のGoProとP.O.Vポール
などのアクセサリー15種類以上を収納可能。

1150 GoPro SPECIAL 
¥8,500（税抜）

撥水加工

防水・防塵防水・防塵防水・防塵

【製品仕様】
カラー:ライトグレー
外寸:22×20×8cm
質量:300g
材質:ポリエステル、ラバー

内寸:20.8×14.4×9.2cm

※iPad miniは付属しません。

STD-810G準拠の耐衝撃、耐振、耐塵、耐湿、耐圧性能を備えたアウトドアで
も安心のiPad mini用ケース。 他にもIP54レベルの防滴、防塵にも対応。

PROGEAR タブレットケース for iPad mini ブラック/グレイ
¥12,000（税抜）

1150より大型のトレーを備え、さらに余裕のある収納が可能です。60ｍ防
水ハウジングも、クイックリリースバックルを付けたまま収納できます。

1200 GoPro SPECIAL 
¥10,500（税抜）

内寸:23.5×18.1×10.5cm

GoProカメラと各種オプションの収納に最適なソフトケースです。表地は、
軽い汚れや突然の雨に安心の撥水加工が施された優しい手触りのファブ
リック。耐候性に優れたジッパーは水やほこりの侵入を防ぎます。カメラは
ゴムバンドで固定でき、振動や衝撃から保護。メッシュ/ファスナーポケット
で散らばりがちな小物も効率よく整理できます。

ベンチャーケース
AGPVC-17

4573134480001
¥4,600（税抜）

JAN

ブルー
A1150-GPS-120
4573134480100JAN

マゼンタ / グレイ
ACE3180-M
4573134480193JAN

ブラック / グレイ
ACE3180-K
4573134480179JAN

グレイ / オレンジ
ACE3180-G
4573134480186JAN

シルバー
A1200-GPS-180
4573134480285JAN

ブラック
A1200-GPS-110
4573134480261JAN

オレンジ
A1200-GPS-150
4573134480278JAN

1200のトレーに加え、iPadや小物の収納に便利なトレーをプラス。さらに収
納性能がアップし、GoProの持ち運びを楽にしてくれます。

1300 GoPro SPECIAL
¥12,500（税抜）

内寸:23.3×17.8×15.5cm

シルバー
A1300-GPS-180
4573134480346JAN

ブラック
A1300-GPS-110
4573134480322JAN

オレンジ
A1300-GPS-150
4573134480339JAN

シルバー
A1150-GPS-180
4573134480124JAN

ブラック
A1150-GPS-110
4573134480094JAN

オレンジ
A1150-GPS-150
4573134480117JAN

PELICAN GoPro SPECIAL

SP GoProケース

GOPOLE ベンチャーケースPELICAN タブレットケース

7色のカラー展開と選べる3サイズ

株式会社A1インターナショナル　イメージングデバイス事業部
お客様相談窓口　info@a1international.jp

取扱店

: ケース


